
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 イチタン 上場取引所 JQ 
コード番号 5645 URL http://www.ichitan.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田村 稔

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総合企画部長 （氏名） 有田 裁彦 TEL 0276-31-2332
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 2,165 △24.9 △261 ― △229 ― △232 ―

21年3月期第1四半期 2,881 ― 80 ― 40 ― 29 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △26.30 ―

21年3月期第1四半期 3.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 8,690 △157 △2.5 △24.32

21年3月期 8,906 22 △0.3 △3.24

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  △215百万円 21年3月期  △29百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,800 △16.4 △280 ― △300 ― △300 ― △33.90

通期 10,000 1.5 △280 ― △320 ― △330 ― △37.29
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,850,000株 21年3月期  8,850,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,459株 21年3月期  2,459株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,847,541株 21年3月期第1四半期 8,847,727株
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当第１四半期連結累計期間の日本経済は、一部で生産や株価回復の兆しが見られたものの、引き続き世
界的な金融・経済危機による景気停滞の局面の中で厳しい状況が続きました。 

  

（1）売上高 

主要生産品目である自動車部品を中心に売上の拡大に努力しましたが、当第１四半期連結累計期間の

売上高は前年同四半期比７億16百万円(24.9％)減少し、21億65百万円となりました。 

（2）営業損益 

全社一丸となって、生産性向上、諸経費削減・原価低減等に取組みましたが、営業損益は前年同四半

期比３億42百万円減益で２億61百万円の損失となりました。 

（3）経常損益 

為替差益が発生したものの急激な売上高の減少により前年同四半期比２億70百万円減益で２億29百万

円の損失となりました。 

（4）四半期純損益 

法人税が減少したものの急激な売上高の減少により前年同四半期比２億62百万円減益で２億32百万円

の損失となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は37億93百万円で、前連結会計年度末に比べ１億
41百万円減少しました。主な要因は、棚卸資産の減少によるものです。 
固定資産の残高は48億96百万円で、前連結会計年度末に比べ73百万円減少しました。主な要因は設備の償
却による減少であります。 
  
（負債） 
流動負債の残高は78億83百万円で、前連結会計年度末に比べ48百万円減少しました。主な要因は設備支

払手形の決済による減少であります。 
固定負債の残高は９億64百万円で、前連結会計年度末に比べ13百万円増加しました。主な要因は退職給付
引当金の増加によるものです。 
  
（純資産） 
純資産の残高は△１億57百万円と前連結会計年度末に比べ１億80百万円減少しました。 

  

第１四半期連結累計期間における業績の進捗などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年
５月15日に公表いたしました平成21年３月期決算短信の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想の数
値から変更はございません。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

1.棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

2.固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

3.税金費用の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

該当事項はありません。 

当グループは、第１四半期連結会計期間においても、前連結会計年度に引き続き、２億32百万円の

四半期純損失を計上した結果、１億57百万円の債務超過になっております。当該状況により、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しています。 

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、売上拡大、原価低減、生産性向上、諸経費削減等に取

り組んでおり、特に、昨秋の世界同時不況以降、「出を制す」ために経費のゼロベース化、設備投資

の凍結、外注の内作化、役員・管理職等の報酬・賃金カット、組織のスリム化、人員の削減、設備の

リース化、等々の諸施策を実施しており、今後も強力に推進する所存であります。 

 一方、親会社(富士重工業㈱)からの財務支援計画についても検討しており、当該状況を解消すべ

く、親会社からの財務支援の中身や、その他の施策について現在検討しております。 

 しかし、これらの対応策に関する親会社の意思表示が行なわれていないため、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような不確実性の影響を四半期連

結財務諸表には反映していません。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則、手続、表示方法の変更

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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5【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 78,931 251,814

受取手形及び売掛金 1,292,813 1,139,076

たな卸資産 ※3  2,265,808 ※3  2,418,192

その他 156,113 126,526

流動資産合計 3,793,666 3,935,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,300,074 ※1  1,306,997

機械装置及び運搬具（純額） ※1  2,189,626 ※1  2,266,846

土地 868,147 868,147

建設仮勘定 56,160 71,920

その他（純額） ※1  121,103 ※1  134,186

有形固定資産合計 4,535,111 4,648,098

無形固定資産 115,933 108,687

投資その他の資産   

投資有価証券 67,542 52,511

長期貸付金 8,411 9,245

その他 169,864 152,039

投資その他の資産合計 245,818 213,795

固定資産合計 4,896,863 4,970,581

資産合計 8,690,530 8,906,191

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,157,232 1,135,748

短期借入金 6,259,173 6,255,276

未払法人税等 1,948 5,298

賞与引当金 225,192 150,866

設備関係支払手形 15,728 106,840

その他 224,413 277,659

流動負債合計 7,883,688 7,931,689

固定負債   

長期借入金 232,490 247,487

退職給付引当金 685,171 651,855

役員退職慰労引当金 42,919 52,165

繰延税金負債 3,988 －

固定負債合計 964,568 951,507

負債合計 8,848,257 8,883,197
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 706,250 706,250

資本剰余金 631,955 631,955

利益剰余金 △1,625,982 △1,393,270

自己株式 △450 △450

株主資本合計 △288,228 △55,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,882 △4,432

為替換算調整勘定 67,138 31,262

評価・換算差額等合計 73,021 26,829

少数株主持分 57,479 51,681

純資産合計 △157,727 22,994

負債純資産合計 8,690,530 8,906,191
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,881,400 2,165,381

売上原価 2,545,048 2,239,833

売上総利益又は売上総損失（△） 336,352 △74,451

販売費及び一般管理費 ※  255,841 ※  187,073

営業利益又は営業損失（△） 80,510 △261,525

営業外収益   

受取利息 119 99

受取配当金 758 503

為替差益 － 29,157

助成金収入 － 12,542

雑収入 5,630 6,847

営業外収益合計 6,509 49,150

営業外費用   

支払利息 13,606 16,122

為替差損 29,306 －

その他 4,066 1,496

営業外費用合計 46,979 17,619

経常利益又は経常損失（△） 40,039 △229,993

特別利益   

前期損益修正益 － 37

固定資産売却益 － 334

その他 － 14

特別利益合計 － 386

特別損失   

固定資産除却損 1,390 1,060

特別損失合計 1,390 1,060

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

38,649 △230,667

法人税、住民税及び事業税 12,667 794

法人税等調整額 △24 －

法人税等合計 12,642 794

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,352 1,250

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,359 △232,711
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

38,649 △230,667

減価償却費 145,871 155,360

有形固定資産売却損益（△は益） － △196

有形固定資産除却損 1,390 1,060

投資有価証券売却損益（△は益） － △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,456 33,316

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,782 △9,245

賞与引当金の増減額（△は減少） 93,741 74,325

受取利息及び受取配当金 △878 △603

支払利息 13,606 16,122

為替差損益（△は益） 29,306 △29,157

売上債権の増減額（△は増加） △78,721 △145,375

たな卸資産の増減額（△は増加） 38,152 169,955

その他の資産の増減額（△は増加） △47,212 △26,967

仕入債務の増減額（△は減少） △18,634 15,692

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,698 14,433

その他の負債の増減額（△は減少） △49,122 △36,914

利息及び配当金の受取額 878 603

利息の支払額 △15,959 △16,957

法人税等の支払額 △54,248 △3,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,757 △18,294

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △335,048 △146,367

有形固定資産の売却による収入 － 19,325

無形固定資産の取得による支出 － △990

投資有価証券の売却による収入 － 34

投資有価証券の取得による支出 △751 △749

貸付金の回収による収入 2,724 834

その他の支出 △242 △17,949

投資活動によるキャッシュ・フロー △333,318 △145,860

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 680,953 188,896

短期借入金の返済による支出 △511,663 △175,300

長期借入れによる収入 69,258 －

長期借入金の返済による支出 △97,156 △24,697

財務活動によるキャッシュ・フロー 141,391 △11,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,496 2,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,666 △172,883

現金及び現金同等物の期首残高 135,082 251,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  91,415 ※  78,931
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当グループは、第１四半期連結会計期間においても、前連結会計年度に引き続き、２億32百万円の

四半期純損失を計上した結果、１億57百万円の債務超過になっております。当該状況により、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、売上拡大、原価低減、生産性向上、諸経費削減等に取り

組んでおり、特に、昨秋の世界同時不況以降、「出を制す」ために経費のゼロベース化、設備投資の

凍結、外注の内作化、役員・管理職等の報酬・賃金カット、組織のスリム化、人員の削減、設備のリ

ース化等々の諸施策を実施しており、今後も強力に推進する所存であります。 

一方、親会社(富士重工業㈱)からの財務支援計画についても検討しており、当該状況を解消すべく、

親会社からの財務支援の中身や、その他の施策について現在検討しております。 

 しかし、これらの対応策に関する親会社の意思表示が行なわれていないため、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような不確実性の影響を四半期連

結財務諸表には反映しておりません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 同一設備を使用した鍛工品の製造であり実質的には単一の事業なので、事業の種類別セグメント情報

の記載は省略している。 

  
   

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 同一設備を使用した鍛工品の製造であり実質的には単一の事業なので、事業の種類別セグメント情報

の記載は省略している。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略している。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略している。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)及び当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成21年４

月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 

  

  
４ 配当に関する事項 

該当事項なし。 

  

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,850,000

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,459
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